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令和元年度 第 1 回 明石市立学校通学区域審議会  議事録 

 

日 時：令和元年 8 月 22 日（木） 10：00～11：30 

場 所：分庁舎 4階 教育委員会室 

出席委員：10 名  

傍 聴 者：1名 

配布資料：「令和元年度第 1回明石市立学校通学区域審議会次第」 

「令和元年度明石市立学校通学区域審議会資料 資料 1」 

「明石市立小・中学校の適正規模等に関する基準（参考資料）」 

 

◎：会長 ○：委員 ●：事務局 

 

１．開会 

●事務局 

只今から第 1 回通学区域審議会を始めさせていただきます。 

会議に先立ちまして、今回 6名の方を当審議会の委員に新たに委嘱させていただきました。 

委員の皆様に、自己紹介をお願いしたいと思います。 

 

≪各委員 自己紹介≫ 

 

●事務局 

次に、本日の委員の皆様の出席状況をご報告いたします。 

委員 10 名全員にご出席いただいております。委員の過半数が出席しておりますので、本審

議会が成立しておりますことをご報告させていただきます。 

それでは、次第に従いまして、まず、「市立学校通学区域審議会の組織運営等について」ご

説明いたします。 

 

●事務局 

 「市立学校通学区域審議会の組織運営等について」ご説明いたします。 

「資料 1 令和元年度明石市立学校通学区域審議会資料」の 1ページをお開きください。 

まず、左側に「教育委員会附属機関の設置に関する条例」を掲載しておりますが、これは

当審議会の設置根拠となるものです。 

第１条でその旨の規定がありまして、第 2 条におきまして当審議会の役割を定めておりま

す。 

当審議会は明石市立学校の通学区域の設定、変更等に関して、教育委員会の諮問に応じて

調査審議して答申することが役割であると定めております。通学区域の検討にあたりまして

は学校の規模や通学距離、地域との関わり等、総合的な検討が必要ということで、審議をい

ただいております。なお、本日は具体的に通学区域の設定、変更等を直ちに行う案件がない

ため、委員の皆様には、明石市の校区の現況について、説明を申し上げ、理解を深めていた

だくべく開催をさせていただいております。 
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続きまして、１ページの右側に「明石市立学校通学区域審議会規則」を掲載しております。

これは、当審議会の組織及び運営について定めているものです。本日の審議会に関連する 

部分について説明させていただきます。 

まず、第 2条では、委員が 15 人以内であることと、委員の構成をそれぞれ記載しておりま

す。現在の委員は名簿記載の 10 名の皆様となっております。 

さらに、第 3 条で、委員の任期は「委員がその職に在職する期間」ということで、それぞ

れの組織での役員である期間となり、学識経験者の委員のみ 2年間と定めております。 

第 4 条では、この審議会の会長、及び、副会長は委員の互選によって定めることとなって

おりますが、このうち会長につきましては、後ほど、改めてご説明させていただきます。 

第 5 条では、この審議会は、委員の過半数が出席しなければ成立しないということ、議事

につきましては出席委員の過半数で決することとなっております。 

第 6条では、庶務を、教育委員会事務局の総務課が担当することを定めています。 

傍聴についてですが、この規則では会議の公開・非公開に関する規定はございませんが、

審議の透明性を図る上で原則公開とさせていただいております。 

本日は、傍聴の方が 1名いらっしゃいます。 

説明は以上でございます。 

 

●事務局 

 ただいまの説明について、ご質問等ございませんでしょうか。 

 ないようですので、「会長の互選」についてご説明いたします。 

 

●事務局 

 「会長の互選」についてご説明いたします。 

当審議会の会長職についてでございますが、前回まで本会の会長を務めいただきました安

東茂樹委員につきましては、今年 6 月末をもって 2 年の任期が満了しましたが、引き続き 7

月 1日より新たに委嘱を行い、委員をお願いしたところでございます。 

先ほど、審議会規則第 4 条の説明におきまして、会長、及び、副会長は委員の皆様による

互選となっておりますことを申し上げました。 

もし、委員の皆様にご異存がないようでしたら、事務局の方からの提案といたしまして、

引き続き経験が豊富で、本市の通学区域審議を熟知された安東茂樹委員に、会長として会の

進行をお願いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

 

○各委員 

異議なし 

 

●事務局 

 ありがとうございます。 

それでは、本年度も引き続き、安東茂樹委員に会長にご就任いただき、安藤正博副会長と

ともに会の運営進行をよろしくお願いいたします。 

説明は以上でございます。 
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●事務局 

 では、安東会長には、会長席に移動のうえ、一言ご挨拶をいただけましたらと思います。 

 

≪会長 挨拶≫ 

 

●事務局 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより議事に移らせていただきますので、安東会長、進行をよろしくお願い

します。 

 

◎会長 

 会議次第に基づきまして、「校区の現況について」、事務局から説明をお願いいします。 

 

●事務局 

本審議会に初めて委員就任された方もいらっしゃいますので、明石市全体の「校区の現況

について」、報告させていただきます。 

現在までの児童数・生徒数及び学級数の推移と、今後の見通しの 2 つに分けて説明させて

いただきます。 

まずは、現在までの推移について説明させていただきます。 

皆様、「資料 1 令和元年度明石市立学校通学区域審議会資料」の 2ページをご覧ください。 

この地図ですが、小・中学校の位置と各校区の区域を示しており、本年 5 月 1 日現在の特

別支援学級を含む児童数・生徒数、及び学級数を記載しております。○印が小学校、■印が

中学校の位置を示しており、小学校の校区境は点線で、中学校の校区境は実線で示しており

ます。 

また地図の上に示した表ですが、これは小学校区と中学校区の関係を示しているもので、

例えば魚住東中学校のように、1 中学校区内に複数の小学校区が含まれているところ、ある

いは江井島中学校のように、1 中学校区内に 1 小学校区しかないところ、あるいは大久保小

学校のように、1 小学校区内に 2 つの中学校区があるところの 3 種類の配置となっておりま

す。 

次に、3 ページをごらんください。 

こちらに、具体的な各小学校の児童数・学級数の直近 5年間の推移を掲載しております。 

表の見方ですが、各年度の児童数は、特別支援学級を含む全児童数を記載しており、各年

度の学級数は 2 列表示いたしておりますが、左側の列に特別支援学級を含む学級数を、右側

の列に斜字で特別支援学級を除いた普通学級数を記載しております。 

また、表の一番右端に保有教室数を記載しておりますが、これは、普通教室として使える

教室数でございます。そのうち、右側の列の斜字で表しておりますのは、児童生徒数急増対

策等で増築したプレハブ教室の数でございます。 

あと、こちらの表には記載しておりませんが、下から 6 行目の清水小学校の学級数には、

明石学園及び清水が丘学園の特別支援学級が含まれております。 
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参考までに、2019 年度（令和元年度）の明石学園と清水が丘学園の特別支援学級は合わせ

て 3学級（14 名）ございますので、清水小学校内にある学級数としては 26 学級（653 名）と

なります。 

2019 年度（令和元年度）の児童数が一番多い小学校は、表の中ほどの大久保小学校で、特

別支援学級を含む児童数が 1,311 名の 42 学級、逆に一番少ない小学校は、上から 6行目の大

観小学校で特別支援学級を含む児童数が 240 名の 11 学級でございます。 

直近 5 年間で、大幅に児童が増えた小学校は、増加幅の大きな学校順で申し上げますと、

先程ご覧いただいた大久保小学校の１つ下、山手小学校が も増加しております。2015 年度

（平成 27 年度）には特別支援学級を含む児童数が 858 名、学級数が 28 学級でしたが、2019

年度（令和元年度）では 1,070 名の 35 学級で、212 名の 7 学級増えました。続いて、上から

11 行目の沢池小学校です。土地開発等により、2015 年度（平成 27 年度）には特別支援学級

を含む児童数が 523 名、学級数が 20 学級でしたが、2019 年度（令和元年度）は 681 名の 27

学級で、158 名の 7 学級増えております。 

一方、児童が減少した小学校は、減少幅の大きな学校順で申し上げますと、表の中ほどの

大久保南小学校は、2015 年度（平成 27 年度）には特別支援学級を含む児童数が 978 名 32 学

級でしたが、2019 年度（令和元年度）では 861 名 31 学級で、117 名減りました。学級数につ

きましては、特別支援学級が増えているため減少幅が小さくなっています。続いて、下から

5 行目の錦浦小学校が 68 名、下から 11 行目の高丘東小学校が 67 名減りました。 

全市的に見ますと、宅地開発等の影響で一部地域が増加傾向にある一方、児童数が減って

いる学校も多いという状況です。特に、高丘地域や二見地域の減少が目立ちます。 

続いて、4ページをごらんください。 

小学校と同様に、各中学校の生徒数・学級数の直近 5 年間の推移を記載しております。 

表の見方は小学校と同様です。 

こちらの表には記載しておりませんが、下から 3 行目の魚住中学校の学級数には、明石学

園及び清水が丘学園の特別支援学級を含めて記載しております。 

参考までに、2019 年度（令和元年度）の明石学園と清水が丘学園の特別支援学級は 8学級

（73 名）ございますので、魚住中学校内にある学級数は 20 学級（697 名）でございます。 

2019 年度（令和元年度）の生徒数が一番多い中学校は、表の中ほどの大久保中学校で、特

別支援学級を含む生徒数が 1,032 名の 29 学級です。逆に一番少ない中学校は、上から 3行目

の錦城中学校で、特別支援学級を含む生徒数が 199 名の 9 学級でございます。 

全市的に見ますと、小学校の傾向と同様で、大久保北中学校など、宅地開発等の影響で増

加している小学校を学校区に含む中学校が生徒数も増加傾向にある一方、魚住地域や二見地

域、江井島地域の中学校は減少傾向にあります。 

続いて 9 ページをごらんください。 

全市の児童数・生徒数・学級数の直近 5 年間の推移についてグラフ化してお示ししており

ます。 

先程の数字のみの説明では全体的な傾向が少し見えづらいかと思いますので、こちらで改

めて、本年度までの全市の児童生徒数の推移について、ご確認いただければと思います。 

まず、上段に示しております小学校について、棒グラフで示しております。児童数は増加

傾向です。（昭和 56 年度が 多で 28,551 人 1 学級 40 名） 
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次に、折れ線グラフで示しております学級数については、2016 年度（平成 28 年度）に、1

年生 30 人学級編制を導入したこと、2017 年度（平成 29 年度）以降は、児童数の増加に加え、

特別支援学級の学級数が増加したことが要因と考えられます。（特別支援学級：H28 67 学級、

H29 75 学級、H30 80 学級、R01 83 学級） 

一方、下段に示しております中学校の生徒数は、年々減り続けていました。（昭和 61 年度

が 多で 13,964 人 1 学級 40 名） 

折れ線グラフで示しております学級数も、生徒数と同じく減少傾向でしたが、横ばいのの

ち増加していく傾向でございます。 

2020 年度（令和 2年度）以降の将来推計については、別途改めて説明させていただきます。 

続いて、5ページにお戻りください。 

各小学校の参考情報として、校区の面積、世帯数・人口、児童数・学級数、保有教室数、

通学距離などを掲載しておりますので、ご確認いただければと思いますが、１点、表の中ほ

どにございます大久保小学校区の状況について補足説明をさせていただきます。 

大久保小学校区の世帯数や人口をご覧いただきますと、一つ上にございます大久保南小学

校区よりも少ないことがわかりますが、一方で児童数については大久保小学校の方が多くな

ってございます。 

大久保小学校については、児童数増加による過大規模化に伴い、平成 28 年 4 月に当審議会

においてご議論いただき、一部区域を大久保南小学校区と沢池小学校区に変更しております

が、大久保南小学校区や沢池小学校区に変更となった区域にお住まいの方で、変更時点で大

久保小学校に在籍していた児童及びその弟や妹については、引き続き大久保小学校に通うこ

とができるという特例を設けております。そのため、他校区から大久保小学校に通う児童が

現在も一定数いるという現状がありまして、そのことが児童数と世帯数及び人口の逆転現象

の要因の一つとなっております。 

6 ページをごらんください。 

同様に、各中学校の参考情報を掲載しておりますので、ご確認ください。 

1 か所訂正箇所がございますので、ご案内させていただきます。 

備考欄に「特別支援学級 9」とありますが、「10」が正しい学級数ですので、訂正させてい

ただきます。 

簡単ではありますが、現在までの推移の説明は以上でございます。 

 

◎会長 

只今の説明につきまして、ご質問等はございませんでしょうか。 

私の方からお聞きしたいのですが、兄姉が通っている弟妹は、希望すれば大久保小学校に

通えるとしましたが、その方々は現在何名ぐらいいらっしゃるか教えてください。 

 

●事務局 

 大久保小学校の校区について当審議会でご審議いただき、平成 28 年 4 月から沢池小学校と

大久保南小学校の 2 校に変更させていただきました。 

変更に際しまして、在校生につきましては引き続き大久保小学校に通っていただき、新入

生につきましては、ご兄弟が大久保小学校に在籍している場合は、兄弟配慮といたしまして、
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大久保小学校を希望できるという特例を設けております。 

平成 30 年度の特例の状況ですが、変更対象区域にお住まいの方は 71 名おり、そのうち 15

名が兄弟配慮により大久保小学校に入学されました。残りの 56 名につきましては、兄弟配慮

の対象外となっております。 

 

○委員 

山手小学校について、市の方から、児童数、学級数が増えるといった推移の説明を受けた

のですが、この推移の予想というのは、現時点での未就学児の人口から割り出したものだと

思います。あの地域は、まだまだ開発が進み、これ以上のカーブが描かれるのではないかと

考えるのですが、そういった推移はどのあたりまで共有されているのでしょうか。 

 

●事務局 

山手小学校の児童数について、将来推計を作成しておりますが、こちらにつきましては、

現時点で校区内にお住まいの未就学児の方が引っ越しをせず、そのまま校区内に住み続けた

という過程で、そこに、私立に通われる方も加味して作ったものになります。 

ですので、ご指摘のとおり、宅地開発といった社会動態や転出入といったことは加味でき

ておりません。 

しかし、こちらに加えて、別途社会動態についての分析も並行して行っております。山手

小学校区内には、例えば大久保町茜の区画整理事業やため池等、さまざまな宅地開発の要因

がございますが、社会動態の状況を踏まえましても、現時点では 2022 年度（令和 4年度）に

ピークを迎えると見込んでおります。 

 

○委員 

山手小学校区にあった喰ヶ池のうち、埋め立てて宅地開発する西半分の区域について、こ

の審議会で高丘東小学校区へ変更していただきましたが、東半分の区域も埋め立てる可能性

があると思います。そうなった場合、東半分の区域も高丘東小学校区に変更すると決めてい

るのか、再度審議が必要と考えているのか教えてください。 

また、大久保小学校を沢池小学校と大久保南小学校に変更したということで、大変難しい

選択だったと思います。入学時に在校生のご兄姉がいたら、新たに入学する子どもさんも大

久保小学校を希望することができるということでしたが、下のお子さんも小学校を卒業まで

は大久保小学校に就学可能なのか、上のお子さんが卒業した段階で転校となるのかについて

もお聞かせください。 

 

●事務局 

まず、1 点目の山手小学校から高丘東小学校に校区変更した区域についてですが、山手小

学校区内にある喰ヶ池で、大規模な宅地開発の予定がある中で、山手小学校は児童が大変増

加しておりましたので、審議会でご審議いただき、開発完了の前に、喰ヶ池の西半分の区域

を山手小学校区から高丘東小学校に変更するという形で決定いたしました。 

この西半分の区域につきましては、180 戸の住宅の宅地開発が予定されており、現在、土

壌改良工事が行われております。残りの東半分の区域につきましては、校区変更等はしてお
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りませんが、現時点での情報としまして、地元財産区や水利組合が引き続きため池として利

活用されると聞いておりますので、特に新たな宅地開発の予定はないと考えております。 

次に、2 点目の校区変更に係る兄弟配慮の考え方ですが、上のお子さんが先に卒業されて

も、下のお子さんが卒業されるまで通うことができるという前提で兄弟配慮をさせていただ

いております。ただ、ご家庭の状況といったことでそれぞれご相談いただく場合もございま

すので、そこは個別に丁寧にお話させていただいております。 

 

◎会長 

1 点目の喰ヶ池の方は、当時の審議会委員全員で現地を見学に行き、状況を見て、子ども

の安全面を考慮しながら決定したことを覚えております。 

 児童数が増加している学校の校区内に開発可能なため池等がある場合、本審議会で審議を

行う場合があると思いますので、ご理解いただければと思います。 

 では、事務局から引き続き説明をお願いします。 

 

●事務局 

続きまして、今後の見通しとして、小学校、中学校の年度別児童数・学級数推計をご報告

させていただきます。 

「資料１ 令和元年度 明石市立学校通学区域審議会資料」の 7ページをごらんください。 

本年 5月現在の 0～5歳の人口を基にした、各小学校の児童数・学級数の今後 6年間の将来

推計を掲載しております。 

表の見方ですが、各年度の児童数を 2 列表示いたしておりますが、左側の列に特別支援学

級を含む児童数を、右側の列に斜字で特別支援学級を除いた普通学級の児童数を記載してお

り、各年度の学級数も 2 列表示いたしておりますが、同様に左側の列に特別支援学級を含む

学級数を、右側の列に斜字で特別支援学級を除いた普通学級数を記載しております。 

また、表の一番右端に保有教室数を記載しておりますが、これも、先程までと同様に普通

教室として使える教室数でございまして、そのうち、右側の列の斜字で表しておりますのは、

児童生徒数急増対策等で増築したプレハブ教室の数でございます。 

なお、この推計は、引越し等による転出入や大規模な宅地開発等による社会増減は反映し

ておりません。 

具体的な説明に入る前に、ここで本日配付しております、「明石市立小・中学校の適正規模

等に関する基準」をお手元にご用意いただけますでしょうか。 

この基準は、平成 28 年 1 月に、将来にわたって児童生徒への良好な教育環境を確保し、教

育効果の維持・向上の観点から、学校規模の適正化を図っていくことを目的として策定しま

した。 

本日、時間の都合上、この基準のすべてをご説明することはできませんが、児童生徒数の

推計と関連する部分のみ抜粋して説明いたしますので、ご確認ください。 

まず、「基準」の方の 6ページをお開きください。 

学校規模が適正であるかを判断するにあたり、学級数をものさしにしておりまして、児童

生徒の学習活動や集団生活、教員の指導体制など、良好な教育環境を確保するため、本市と

して考える望ましい学級数を中ほどの、「○小学校」、「○中学校」のところに記載しておりま
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す。 

小学校については、クラス替えが可能であり、学習集団の弾力的な編制ができるよう、１

学年あたり平均 2 学級から 4 学級程度となる「12 学級～24 学級」を適正規模としています。 

11 学級以下、すなわち、クラス替えのできない 1学年 1学級の学年が必ず発生することに

なる学校を小規模校とし、逆に、１学年あたり平均 6 学級以上の学年が発生する 31 学級以上

を過大規模校と定義しています。 

中学校の適正規模についても、１学年あたり平均 3 学級から 8 学級となる「9 学級～24 学

級」を適正規模としております。 

次に、基準の方の 12 ページをお開きください。 

先程説明させていただいた、小規模校や過大規模校すべてに一律に適用するというもので

はございませんが、児童生徒の状況や今後の見込み、地域住民・保護者の意見、地域の特性

や歴史的な経緯、学校施設・設備の状態や立地条件等、様々な事情等を考慮し、良好な教育

環境を確保するため、総合的に検討する前提で、学校規模の適正化に向けて検討したり、対

策を講じる目安を示してございます。 

まず、小規模校対策について、1学年 1学級となる学年数が、小学校では 1～2学年、中学

校では 1 学年となり、地域住民・保護者等の要望がある場合、対策を検討する、としており、

令和元年度では、大観小学校がこれに該当します。 

次に、全学年のうち単学級となる学年数が半数以上となる場合、今後の児童生徒数の推移

を見ながら早期に対策を検討する、としておりまして、令和元年度では、高丘東小学校がこ

れに該当します。 

後に、全学年で学年単学級となり、その継続が予測される場合、早急に対策を講ずる、

としておりますが、市内に該当校はございません。 

一方、その下の過大規模校対策をごらんいただきますと、31 学級以上で、今後の児童生徒

数の増加が見込まれ、普通教室数の不足が予想される場合、早急に対策を講ずる、としてお

り、ただし、25 学級以上で、保有の普通教室の余裕が 3教室以下となった場合、今後の児童

生徒数の推移をみながら早期に対策の検討を始めるものとするとしております。 

2019 年度（令和元年度）で 31 学級以上の過大規模校となっているのは、大久保小学校と

山手小学校が該当します。 

説明が前後しますが、資料 1の 7ページをご覧ください。 

今後の見込みについて説明させていただきます。 

まず、表の 1 番下の行の、「合計」の全市児童数をごらんいただきますと、令和元年度が特

別支援学級を含んで 16,105 人、現在の 0歳児がそのまま引越しなどしなかったとして、また

新たに転入してくる子どもがいなかったとして、小学校へ入学する 6 年後の 2025 年度（令和

7 年度）には 17,159 人となる見通しで、全市児童数は少しずつ増加していくことが分かりま

す。 

ここから、先程基準の説明の中で、小規模校又は過大規模校としてあてはまった学校につ

いて具体的に今後の見通しを説明して参ります。 

まず、上から 6行目の大観小学校をご覧ください。 

大観小学校については、2019 年度（令和元年度）が特別支援学級を含む児童数が 240 名の

11 学級、普通学級数では 10 学級の小規模校となっており、これまでも、2016 年度（平成 28
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年度）から地域や PTA の皆様とも意見交換を行いましたが、引き続きクラス替えのできない

1 学年 1 学級の学年が 1～4 学年発生する状況が続くものの、校区内で若い子育て世帯向けの

共同住宅の開発も見られ、2021 年度（令和 3年度）以降、児童数が増加に転じる見込みであ

り、児童数の推移を注視してまいります。 

次に、表のちょうど中ほどに大久保小学校がございますので、ご覧ください。 

こちらの学校については、令和元年度で特別支援学級を含む児童数が 1,311 名の 42 学級、

普通学級数では 38 学級で過大規模校となっておりますが、本審議会でもご審議いただき、

2016 年度（平成 28 年度）より一部区域を大久保南小学校区及び沢池小学校区へ校区変更を

実施しました。今後の見込みとして、過密状態はもうしばらく続いていく見込みですので、

引き続き児童数の推移を注視してまいりたいと考えております。 

次に、1 つ下の行の山手小学校をご覧ください。 

こちらの学校については、2019 年度（令和元年度）で特別支援学級を含む児童数が 1,070

名の 35 学級、普通学級数では 33 学級で過大規模校となっておりますが、本審議会でもご審

議いただき、一部区域を高丘東小学校区へ 2017 年度（平成 29 年度）より校区変更を実施し

たところでございます。今後の見込みとして、引き続き児童数増加の傾向は続き、2021 年度

（令和 3 年度）には特別支援学級を含む児童数が 1,176 名の 38 学級、普通学級数が 36 学級

で、現在の保有教室数を上回ってくる推計になっておりますが、2022 年度（令和 4年度）を

ピークとして児童数は若干減少していく見込みです。 

次に、１つ下の行の高丘東小学校をご覧ください。 

高丘東小学校については、2019 年度（令和元年度）が特別支援学級を含む児童数が 241 名

の 11 学級、普通学級数では 9学級の小規模校となっております。 

今後についても、児童数は減少していく見込みですが、先ほどもご説明しましたが、喰ヶ

池という大規模な宅地開発を予定していた地区を山手小学校から高丘東小学校に校区変更し

ており、現在、池の土壌醸成工事が行われているところです。 

戸数は 180 戸を予定しており、ある程度の児童数増加が見込まれますので、そういった宅

地開発等の状況も含めて、引き続き児童数の推移を注視してまいりたいと考えております。 

その他で、今後、将来的に普通学級数が 31 学級以上の過大規模校となる小学校としては、

沢池小学校が挙げられます。 

先程ご覧いただいた大久保小学校の少し上にございます沢池小学校をご覧ください。 

2019 年度（令和元年度）で特別支援学級を含む児童数が 681 名の 27 学級、普通学級数は

23 学級ですが、今後の見込みとして、2020 年度（令和 2年度）には特別支援学級を含む児童

数が 753 名の 29 学級、普通学級数は 25 学級で、現在の保有教室数を上回ってくる推計にな

っており、2023 年度（令和 5 年度）には特別支援学級を含む児童数が 981 名の 35 学級、普

通学級数が 31 学級の過大規模校となる見通しです。 

次に、資料 1 の 8ページをご覧ください。 

中学校の将来推計についてですが、１番下の行の、「合計」の全市生徒数をごらんいただき

ますと、2019 年度（令和元年度）が 7,400 人で、しばらく横ばいですが、2023 年度（令和 5

年度）以降、小学校の児童数増等に伴い、大きく増加に転じていく傾向にあります。 

中学校は先ほどの小学校と違い、特に西部にあります中学校が減少傾向にありますものの、

基準において検討又は対策が必要とされる過大規模校や、クラス替えのできない 1 学年 1 学
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級の学年が発生する小規模校は、当面出てこない見通しです。 

しかし、表の中ほどにございます、大久保北中学校をご覧いただきますと、2023 年度（令

和 5 年度）には、特別支援学級を含む生徒数が 765 名の 23 学級、普通学級数は 21 学級とな

り、現在の保有教室を上回ってくる推計になっております。 

次に、先程ご覧いただいた 9ページのグラフを再度ご覧ください。 

こちらで改めて、今後の全市の児童生徒数の将来推計について、ご確認いただければと思

います。 

まず、上段に示しております小学校について、棒グラフで示しております児童数は 2019 年

度以降、増加傾向にあることが分かります。 

次に、折れ線グラフで示しております学級数についても、児童数増加に伴い、2019 年度（令

和元年度）以降、増加傾向にあることが分かります。 

一方、下段に棒グラフで示しております中学校の生徒数は 2023 年度（令和 4年度）までほ

ぼ横ばいの傾向にありますが、それ以降、増加傾向にあることが分かります。 

折れ線グラフで示しております学級数も、2023 年度（令和 4年度）までほぼ横ばいの傾向

にありますが、それ以降、増加傾向にあることが分かります。 

後に、繰り返しになりますが、これらの将来推計は、社会動態や宅地開発によって多少

の変動が出てきます。当然、特に過大規模校に係る情報収集は可能な限り我々も進めている

ところですが、一方で社会動態は予想が難しく、宅地開発についても具体的に、いつどのく

らいの規模でというようなものを完全に把握しきれないというのも実情でございます。 

委員の皆様におかれましては、まずは本日の説明で、おおむねの今後の傾向をご理解いた

だければと思います。 

今後の見通しの説明は以上でございます。 

 

◎会長 

ただいまの事務局の説明をお聞きになって、ご意見・ご質問などはございませんでしょう

か。 

 

○委員 

 大久保小学校区の一部を、大久保南小学校と沢池小学校に校区変更し、兄弟配慮といった

対応をしたことで、同じ地域内、自治会にありながら、学校が違っているといった現象が起

こっています。 

校区の地域活動そのものは、明石市協働のまちづくり推進条例などにより、小学校区単位

とすると定められており、子どもを健全に育成していくためには、家庭だけではなく、学校、

地域が連携し、みんなで見守っていくこととしておりますが、想定していない状況になって

おります。 

自治会の中で子どもの就学先が入り混じっており、子どもの安全を確保するという意味で

は何とか連携できても、少し難しい側面もある状態です。沢池小学校からは、子ども向けの

行事をするのに、人材を出してほしいといった申し出があったりしております。 

 そういったいろいろな問題が絡んでいるということが 1 点、あと、前回の審議会でも申し

上げましたが、大久保駅南の大久保南小学校区の JT 跡地に 788 戸の宅地開発が計画されてお
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ります。やはり、これも大久保南小学校に大きな影響があると思います。今後、慎重に動向

を見極めていく必要があると思っております。 

 

◎会長 

 1 点目の方は、審議会で非常に悩んだ部分がありました。すでに大久保小学校に通われて

いる世帯にとっての、兄弟配慮ということで決定したのですが、同じ校区の中で違う学校に

通う子どもたちがいることにもなり、温かい対応をしたつもりだったのですが、いろいろな

問題も起こっているということかと思います。 

 2 点目は、ずっとご意見いただいている内容ですが、大久保南小学校の将来推計を行うに

あたり、今後 JT 跡地の開発でどれだけの子どもが小学校に新たに入ってくるのか、そのあた

りも検討していく必要があると思います。 

 この審議会でも、可能な限り細かな部分まで考えて審議しておりますが、100%全員が納得

のいく校区分けは出来ないと考えております。 

 なお、今後の推計が 2025 年まで表になって資料で示されておりますが、0～5 歳児までの

人口から算出されたと思います。この中で、早急に検討していかないといけないのは、増加

傾向にある沢池小学校、鳥羽小学校、大久保北中学校はもちろんのこと、大久保小学校もこ

のままで果たして良いのか、絶えず私たちは考えていかなければいけないと思います。 

 

○委員 

 兄弟配慮について、校区変更を施行した平成 28 年度に入学した人が卒業するまででしたら、

あと数年で完了すると考えてよろしいでしょうか。 

 

●事務局 

 平成 28 年度に入学された方をベースで考えるとそうなりますが、兄弟配慮については、さ

らにその弟や妹がいらっしゃるご家庭では半永久的に続いていきますので、対象者がゼロに

なる年度がいつになるのかはっきりと分からない状況でございます。 

 それから、大久保南の JT 跡地についてご意見をいただいておりますので、改めて事務局よ

り説明をさせていただきます。 

 大久保南小学校区の JT 跡地では、大規模な宅地開発が予定されております。宅地開発につ

いての公募の際に大久保南小学校区の周辺の施設に配慮した整備計画を立てていただくこと

を条件として募集させていただきました。結果といたしまして、関電不動産開発株式会社を

代表構成員とする共同事業体が落札をしておりますが、その際に提出された資料を基に教育

委員会としての大久保南小学校の将来推計を試算しており、仮に宅地開発がすべて完了した

場合につきましても、今の保有教室を上回ることはないと見込んでおります。 

 

◎会長 

 一時期、大久保南小学校の児童が増えていましたが、現在は減少しております。今後のこ

とを考えれば、校区はそのまま置いておく方が良いのかなと思います。 

 ただし、私たちがいつも気になっていることとして、狭小な学校施設に 1,000 名を超えた

児童がいるというのは、本当に早く解決したいという思いはあるのですが、なかなか十分な
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対応が出来ない部分があります。 

 

○委員 

 今後、JT 跡地のような大規模な宅地開発や集合住宅の開発予定について、分かっているも

のがあれば教えてください。 

 

●事務局 

 100 戸程度の大きな開発で、はっきりと認識しておりますのは、すでにご説明しました喰

ヶ池と JT 跡地の開発のみでございます。ただ、市の開発審査課に開発事業における手続及び

基準等に関する条例に基づいた届出及び協議をいただいておりますので、その情報を共有さ

せていただきながら、社会動態に係る要素の情報収集を行っております。 

 

◎会長 

 沢池小学校区には多くのため池があるので、家が建つ可能性があるのではないかといった

予測はできるのですが、それ以上、具体的な予定はなかなか分かりません。その中で、特に

児童数増の傾向にある校区内の開発については、できるだけ早めにどのような状況か、可能

な限りこの審議会でご報告いただいております。 

 

○委員 

 先日も、地域の方から、マンションが建っているので、ゆくゆくは学級数が増加するので

はないかといった話がありました。 

 現在は大丈夫ですが、今後は分かりませんといったような答え方しかできませんでした。 

 

◎会長 

 各校区において、色々な情報が溢れていると思いますので、市の方でできるだけ正確に情

報を収集いただいたうえでご報告いただき、審議会として迅速に対応していきたいと考えて

おります。 

 

○委員 

 学校の通学区域について、審議が必要な案件については、教育委員会からの諮問を受け、

この審議会において検討することになると思いますが、学校長の立場からしますと、自分の

校区内の土地が今後どのように宅地開発される予定なのかといった情報はなかなか入ってき

ません。 

 本校で言いますと、大蔵市場の火災があった場所が更地になっておりますので、仮にマン

ションが建つなど、そういった土地活用などの情報を、審議会における案件の有無に関わら

ず、市から現場サイドに共有していただければありがたいです。 

 市住、県住、UR といった団地がリニューアルされると大きく人口が増えます。例えば、高

丘西小学校区にあった県住が建て替わったことで人口が増えたことがあり、奥にはまだ古い

県住がありますので、そのうち建て替わる可能性があるといった噂は聞くのですが、実際は

どうなっていくか分からないといったことがあります。 
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 学校現場が知っていた方が良い情報があれば、是非、提供するシステムがあればと思いま

す。 

 

●事務局 

開発の動向につきましては、教育委員会事務局でも非常に苦慮しているところでございま

す。例えば、喰ヶ池であれば、市の財産区の土地を売るということで事前に情報が入ってき

ましたし、JT 跡地につきましても、市が取得したものを民間に売り払うということである程

度具体的な情報が分かるのですが、今存在する空き地にいつどのようなマンションが建つか

といった情報は、具体的に業者から開発協議があった段階で初めて分かりますので、逆に言

いますと、その時まで情報を掴めていないこともあるのが現実的なところでございます。 

西明石駅周辺につきましても、教育委員会として、JR の官舎がどうなっていくのか非常に

関心がある部分ですが、実際、JR に聞きましても、明確な返事は返ってきません。開発の計

画が具体的になるまで明確な情報が分からない中で、教育委員会として自然動態の将来推計

を試算して本日の資料としております。開発について具体的な情報が分かるものは感覚とし

ては盛り込めるかもしれませんが、経済情勢等もあり、非常に苦慮しているのが実情です。 

 

◎会長 

 将来推計の難しい部分が本当に良く分かる説明だったと思います。ただし、我々は将来推

計でしか審議できませんので、審議を要する学校区に係る開発の具体的な情報があれば、す

ぐに情報を審議会にご報告いただいて、それを基に審議していきたいと思います。 

 

○委員 

 小中学校の通学区域の関係ですが、私のところは江井島校区で、1園 1小 1 中なのですが、

江井島のまちづくり協議会の中で、小中学校長や園長、保育所長も、まち協の役員のメンバ

ーとして、江井島校区内の住宅開発等、いろいろな情報を 2 ヶ月に 1 回、第 2 火曜日に共有

するようにしております。 

 以前、学校の役員を務めていた際も、地域、PTA、学校が三位一体でうまくいっており、情

報を共有しながらやっておりましたので、特にやりやすく、動きやすかったです。 

 

◎会長 

 良い例だと思います。この審議会の委員を見ていただきますと、PTA の代表の方や、まち

づくり協議会の方、学校現場の方、学識経験者と、様々な立場の方がいらっしゃいます。 

すぐに答えが出る問題ばかりではないので、引き続きいろいろな立場の方が意見を出し合

って審議会で検討していくということがこれからも重要であると思います。それぞれの校区

で情報を収集されることは非常にありがたく、大切なことであると思いますし、そういった

情報をこの審議会に皆様からいただければ、審議もさらにスムーズになるのではないかと思

います。 

 

○委員 

 10 年後、20 年後、各学校区がどうなっていくのか、非常に予想が難しい問題だと思います。
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教育が子どもに平等であるという観点では、逆に小規模の学校だと、クラスや授業の問題な

ど、特に中学校であれば部活動の問題などもなかなかうまくいかない部分があり、そのあた

りについても教育委員会では色々な検討をされていると思いますが、この審議会は、なかな

か難しい役割であると改めて感じました。また、早急な課題が出てくるでしょうし、一緒に

考えていきたいと思っております。 

 

◎会長 

 それでは、これをもちまして、本日の議事を終わらせていただきます。 

 進行を事務局にお返ししたいと思います。 

 

●事務局 

 長時間ありがとうございました。 

明石市の人口が 8月 1日現在 299,099 人で、あと 1,000 人ほどで 30 万人になります。 

 いわゆる住民基本台帳では、30 万人を超えているのですが、国勢調査の人口から推計する

とそういう形になります。ただ、平成 29 年度の人口増が 1 年間に 5,150 人、それに比べまし

て平成 30 年度は 1,760 人ということで、3 分の 1程度になっており、鈍化しております。 

 当然、大久保地区も 3 分の 1 程度に鈍化しておりますし、本庁地区も同様で、若干、西部

に人口増がシフトしてきたかなと感じます。ただ、あとわずかですので、順調にいけば、今

年度中に 30 万人になると思われますが、当然、日本の人口としては減少しておりますので、

子どもたちの教育環境をこれからどう作っていくかということを、お金のことも含め、非常

に苦慮しているところです。 

冒頭、会長からお話もありましたが、児童数増への対応として、校区割を変更すればよい

のではという意見をおっしゃる方もいらっしゃるのですが、それに付随して様々な問題も出

てまいります。とりわけ、今年度から全小学校区でコミュニティ・スクールということで、

地域と学校が一体となり取り組んでいる中でなかなか校区割の変更も難しいと考えておりま

す。事務局としても、子どもの教育環境を守っていけるように今後も対応を検討していきた

いと思っておりますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。 

本日は、ありがとうございました。 

 

以上 


